
２０１３年３月１４日 

報道関係各位  

  
 

 株式会社東京ドーム 

 

ラクーア開業１０周年 

「１０周年感謝 ラクーアまつり」開催 
 

１０,０００名様に豪華賞品が当たる抽選会などお楽しみが満載！ 
また、ショップ＆レストラン１３店舗が新規＆改装オープン！ 

     
 

スパ、ショップ＆レストラン、アトラクションで構成された融合商業施設、東京ドームシティ  

ラクーア（東京都文京区春日１－１－１）は、２０１３年５月１日（水）に開業１０周年を迎えます。これを

記念して、４月２６日（金）～５月６日（月・休）の期間、「１０周年感謝 ラクーアまつり」と題しイベ

ントを開催します。１０周年にちなみ、１０ヶ所の行き先から選べる海外旅行など豪華賞品が 

１０,０００名様に当たる抽選会のほか、ＢＥＧＩＮによるライブやお笑いステージイベントなど、お客様

にお楽しみいただける企画を実施します。 

また、ショップ＆レストランでは３月のリニューアルに続き、新規７店舗・改装６店舗の計１３店舗が 

オープンします。 

開催概要は下記の通りです。 
 
 

■名  称：１０周年感謝  ラクーアまつり 

■期  間：２０１３年４月２６日（金）～５月６日（月・休） 【１１日間】 

※一部イベントは開催日が異なります。 

■場  所：東京ドームシティ ラクーア  

■内  容： 

◆１０,０００名様に当たる！大抽選会  

 スパ、ショップ＆レストラン、アトラクションいずれかの施設を利用のお客様を対象に、合計１０,０００名様

に豪華賞品が当たる大抽選会を実施します。 

◎期   間：２０１３年４月２６日（金）～５月６日（月・休） 

◎対   象：スパ ラクーア及びラクーア ショップ＆レストランをご利用の方（５,０００円以上・合算可）、 

東京ドームシティ アトラクションズ（ワンデーパスポートをご購入の方） 

※一部、対象外の店舗があります。 

※東京ドームシティ アトラクションズでは、ワンデーパスポートをご購入１枚につき抽選券１枚を 

  お渡しします。 

◎抽選会場：ラクーア１Ｆ 特設会場（成城石井前） 

◎賞   品：・特 賞 “１０”の行き先から選べる！海外旅行  〔１０組２０名〕  

・１ 等 東京ドームホテル エクセレンシィスイート ペア宿泊券 〔１５組３０名〕 

・２ 等 スパ ラクーア ペア入館ご招待券＋ 

トリートメント＆ビューティー利用券１０,０００円分 〔２０組４０名〕 

・３ 等 東京ドーム巨人戦 Ａ指定席ペアチケット 〔５０組１００名〕 

・４ 等 東京ドームシティ アトラクションズ  

ワンデーパスポート ペア 〔１００組２００名〕 

                                                     ほか 



◆ショップ＆レストラン リニューアル第２弾！１３店舗が新規＆改装オープン 
ショップ＆レストランでは、３月のリニューアル第１弾に続き、２０１３年４月１８日（木）から５月下

旬までに、新規７店舗・改装６店舗の計１３店舗がオープンします。 

 〔新規オープン〕 

  ●４月１８日オープン  

Ｆｏｏｔ Ｌａｂｅｌ（フットレーベル） ＜３F＞                     

業   態：フットケア＆リラクゼーション 

会 社 名：（株）コランダム 

          足からの健康を中心に、「美しさ」と「健康」を提供するトータルリラクゼーションサロン。 
 

 ●４月２６日オープン 

つけめんＴＥＴＳＵ ＜１F＞                    

業   態：つけめん店 

会 社 名：（株）ＹＵＮＡＲＩ 

「全てはお客様の満足のために」をモットーに進化し続ける、 

つけめん界の名店です。 
 

   ＰＡＲＫ ＳＴＲＥＥＴ ＣＡＦＥ（パーク ストリート カフェ） ＜２F＞  

   業   態：カフェ 

会 社 名：（株）トリコロール 

          ボストンにあるパークカフェのライフスタイル・フードスタイルを東京に再現します。 
 
   ｐａｓｓａｇｅ ｍｉｇｎｏｎ（パサージュ ミニョン） ＜２F＞                    

業   態：シューズ・バッグ・アクセサリー 

会 社 名：（株）ワールド 

          パリの街中にある“蚤の市”のような雑貨のプチストア。 
 

ＮＡＵＧＨＴＩＡＭ（ノーティアム） ＜４F＞                    

業   態：バッグ・アクセサリー 

会 社 名：（株）ジェイアイエヌ 

毎日を楽しくするような小物に囲まれた、豊かなライフスタイルを提案します。 
 

●４月下旬オープン予定 

ＳＥＬＦ＆ＳＨＥＬＦ ＬＯＦＴ（セルフ アンド シェルフ ロフト） ＜３F＞                    

業   態：生活雑貨・文具 

会 社 名：（株）ロフト 

ロフトが手がける新業態１号店。文具からギフトアイテムまで最新の雑貨を提供します。 
 

●４月下旬～５月オープン予定 

   ｎｉｋｏ ａｎｄ…（ニコ アンド） ＜２F＞                     

業   態：レディース＆メンズファッション・インテリア雑貨・生活雑貨 

会 社 名：（株）トリニティアーツ 

人やくらしに“スタイル”を加えることで自分らしさを想像 

する幸せを提供します。 
 

  〔改装オープン〕 

  ●４月２６日オープン    
    ＧＯＤＩＶＡ〔チョコレート〕／紅虎餃子房〔中国家庭料理〕／ＡＩＧＬＥ〔アウトドア〕／ 
    Ｋａｒａｋｏ〔オリエンタル雑貨〕 
 
  ●４月下旬オープン予定    
    ＳＴＡＲＢＵＣＫＳ ＣＯＦＦＥＥ〔スペシャルティコーヒーストア〕 
    
  ●５月２５日オープン    
    ケンタッキーフライドチキン〔ファストフード〕 

 



◆５０,０００名様に！オリジナルノベルティプレゼント 

スパ ラクーアご入館またはショップ＆レストランで１,０００円以上ご利用のお客様、 

先着合計５０,０００名様に「ラクーアオリジナル手ぬぐい」をプレゼントします。 

◎期  間：２０１３年４月２６日（金）～   

◎場  所：スパ ラクーア（６Ｆ フロント）、ショップ＆レストラン各店 
※一部、対象外の店舗があります。 

※１会計につき１枚をプレゼント。 

※スパ、ショップ＆レストラン各店で合計５０,０００枚配布、なくなり次第終了します。 

 

スパ ラクーア 

 

リクライナーやテレビモニターのリニューアル、各席へのコンセント（電源ポート）設置など

新規コンテンツの導入や、カウチソファエリアを新設することで、ラグジュアリーかつ、より洗

練されたリラックス空間を提供します。また、館内着も色鮮やかなデザインと機能性を兼ね

備えてリニューアルし、女性用にはリゾート感を盛り上げるワンピースタイプも登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

◆夜だけ！おまつりナイトフィーバー 

スパ ラクーアでの当日のご利用額５,０００円毎に、素敵なプレゼントがもれなく当たる抽選会に 

参加できます。※チェックアウト時、レシート合算不可 

◎期  間：２０１３年４月２６日（金）～５月６日（月・休） ２１：００～翌９：００ 

◎賞  品：・至福の贅沢気分を味わえる！「スパ ラクーア １Ｄａｙドリームチケット」 〔１名〕  

・トリートメント＆ビューティー利用券５,０００円分 〔１０名〕 

・スパ ラクーア各種招待券 〔１００名〕 

・ラクーア内店舗（Ｃｏｃｏｏｎｉｓｔ、ＳＫＩＮＦＯＯＤ、ＬＵＳＨ他）の人気商品 〔１００名〕 

ほか 

◆１０周年特別メニュー＆サービス    
スパ ラクーア内各店舗で、限定コースや人気のメニューなどを特別価格で提供します。 

◎期  間：２０１３年４月２６日（金）～  ※終了時期は店舗によって異なります。  
 

〔１０周年特別メニュー実施店舗一覧〕 

店  舗 １０周年特別メニュー 

タイ古式ヒーリングサロン テワラン １００分ヒーリング １１,５００円 

あかすり ボディクリーン アーリーサマー・セレクトプラン ４０分 ５,０００円～ 

エステ ピュア プチリゾート ７０分 １０,０００円～ 

リフレッシュ＆イヤークリーン みみラフィネ アロマｄｅロウハンドパックセット５０分 ５,８００円 

骨盤スタイル調整 コツバニア 骨盤くびれスタイルＵＰ６５分 ７,０００円 

ボディケア ギュゼル オダ ポイント改善５０分 ５,２５０円 

フィットケア ラスカヴィ よくばりコース６０分 ６,３００円 

オリエンタルヘッドスパ シラー ティドゥールクリームバス ４５分 ７,０００円～ 

コリアンビューティー クム セルライトバスター７５分 １０,０００円 

ユーロフュージョンセラピー ユーロフィア スペシャルセレクション ４０分 ６,０００円～ 

エステティックサロン ラピスクーナ 
選べるボディ＆フェイシャル欲張り７０分 

１０,０００円 

スパ ラクーアのリラクセーションエリア リニューアル 

カウチソファ席（イメージ） 

 
リラックスラウンジ（イメージ） 

 

ラクーアオリジナル手ぬぐい 

 



店  舗 １０周年特別メニュー 

ハワイアンロミロミ ラニカイ ポハクロミ６０分 １０,０００円 

ネイルサロン アヴェク・トワ フットジェルネイル １０,０００円 

ヘア・メイク アムリタ 
ヘナトリートメントをご利用の方に、オリジナルプロ
仕様タオルを１枚プレゼント 

酸素カプセル 癒々 

①７Ｆ：Ｗダイエット８０分以上のご利用で、お好き
なカプセル１０分延長サービス 

②５Ｆ：フルコースセットのご利用で、対象箇所１０
分サービス 

京風ダイニング 京都高台寺 よ志のや 御膳『青葉』 ２,５００円 

アジアンエスニックレストラン  ロータスムーン ロータスバスケット（フェイスパック付き） １,２００円 

スパカフェテリア  カフェ・メレンダ 贅沢フルーツパフェ １,０００円 

ラウンジカフェ 自家製スパークリングサングリア ５５０円 

アメニティショップ 
ご利用の方全員に、カネボウＳＡＬＡヘアコロンサ
ンプルをプレゼント 

 

ラクーアガーデンステージ イベント 

◆ラクーアスペシャルステージ 

ラクーアガーデンステージでは、ミュージックステージとお笑いステージを開催します。 

〔ミュージックステージ〕 

◎開催日：２０１３年４月２９日（月・祝）  １７：００～ 

◎料  金：無 料 

◎出演者：ＢＥＧＩＮ 

ラクーア１０周年のために、ＢＥＧＩＮが特別にお祝いに 

かけつけ、ライブを実施します。ぜひお楽しみください。 

   ♪プロフィール 

   比嘉栄昇（Ｖｏｃａｌ）、島袋優（Ｇｕｉｔａｒ）、上地等（Ｐｉａｎｏ） 

   沖縄県石垣島出身。１９９０年シングル「恋しくて」でデビュー。代表曲に「涙そうそう」、「島人ぬ宝」など。 

   ブルースから島唄まで、幅広い音楽性と温かい雰囲気で世代を超えて多くのファンを魅了する。 

   最新シングル「春にゴンドラ」は４月末公開の映画「旅立ちの島唄～十五の春～」の主題歌となっている。 
 

〔吉本興業お笑いステージ〕 

◎開催日：２０１３年５月４日（土・祝） ①１１：００～②１４：３０～ 

◎料  金：無 料 

◎出演者：①トータルテンボス、ＮＯＮＳＴＹＬＥ  

       ②もう中学生、フルーツポンチ  

「新宿ルミネｔｈｅよしもと」に出演中の人気タレントたちが、 

  ラクーアにお出かけライブ。“生”のお笑いをお楽しみください。 

   ♪プロフィール 

   【トータルテンボス】 １９９７年コンビ結成 藤田憲右・大村朋宏 

   【ＮＯＮＳＴＹＬＥ】   ２０００年コンビ結成 石田明・井上裕介 

   【もう中学生】     ２００１年活動開始 

   【フルーツポンチ】  ２００５年コンビ結成 亘健太郎・村上健志 
 

※各種イベント内容は変更となる場合があります。 
 

◎お客様からのお問い合わせ先：東京ドームシティわくわくダイヤル ＴＥＬ.０３-５８００-９９９９ 

 


